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No 受付番号 ブロック 都道府県 商号又は名称 法人番号 事業計画名 採択種類

1 R140030003 九州 福岡県 株式会社のこのしま自然農園 6290001034013 離島能古島の特産品を使った商品のあらたな販売方法の構築 通常

2 R140030006 九州 福岡県 株式会社アラキテック 7290001052600
新型ＣＮＣ旋盤導入によるオペレーター技術伝承の容易化及び
稼働率向上

通常

3 R140030008 九州 福岡県 有限会社サンライズミート 2290002004943
受注から在庫管理までの生産プロセスのＩＴ化による生産性向
上で売上拡大・働き方改革を実現

特別

4 R140030011 九州 福岡県 株式会社石橋鉄工所 4290001068211
ＣＮＣ円筒研削盤導入による研磨技術の確立及び製品の一貫
生産

特別

5 R140030013 九州 福岡県 おがたファミリー歯科
デジタル新技術導入による顧客ニーズへの対応強化と生産性
向上、感染リスクの軽減

通常

6 R140030014 九州 福岡県 株式会社大坪工作所 2290001069186 三次元測定機導入による金型製作の短納期化、低コスト化 特別

7 R140030015 九州 福岡県 株式会社幸栄物産 7290002000392
自動計量機導入によるカールタイプ・小間切れの冷凍食肉の量
産化

通常

8 R140030018 九州 福岡県 株式会社日輪鐵機興業 4290001038478
２次加工の手待ちを防ぐレーザ加工方法の刷新による生産性
向上計画

特別

9 R140030024 九州 福岡県 高野木工株式会社 3290001047323 天然木無垢材パーツ製作の効率化 通常

10 R140030034 九州 福岡県 有限会社ヘルシーワールド 2250002008915 茶の品質の見える化による販売への活用と商品の信頼性向上 通常

11 R140030036 九州 福岡県 株式会社カマチ鉄工 5290001049805 ＣＮＣホブ盤導入による軸製品の最終製品供給体制の構築 通常

12 R140030040 九州 福岡県 株式会社マルクニ工業 4290001054483
樹脂厚物化粧材を施した防水性、安全性に優れた大型建具の
開発

通常

13 R140030043 九州 福岡県 青木食産株式会社 8290001005920
自動化設備導入による省力化および多様なニーズへの対応力
強化

特別

14 R140030045 九州 福岡県 ますだ歯科クリニック
設備導入による顧客ニーズに対応した革新的歯科サービス体
制構築と院内生産性向上

通常

15 R140030046 九州 福岡県 株式会社宇佐餅 8290801013478
お餅の店舗販売からＥＣへの集中及び包あん機導入による生
産性向上での売上・利益拡大

特別

16 R140030047 九州 福岡県 株式会社有薗製作所 3290801009019
クラウドシステム開発と３Ｄプリンター導入による非対面型体幹
装具製作環境の整備

特別

17 R140030052 九州 福岡県 株式会社オチョ 9290801023402
小規模飲食店の新たな販売方式を持続可能にする新提供体制
の確立

通常

18 R140030055 九州 福岡県 株式会社樋口製袋 2290002039948
地球環境問題・新規取引先の九州進出に貢献する革新的な生
産革命計画

特別

19 R140030058 九州 福岡県 有限会社弥栄木型製作所 8290802015597
環境保全・収益基盤強化に貢献する革新的な生産体制構築計
画

特別

20 R140030059 九州 福岡県 株式会社堤建設 9290001047367
創業期の技術の復活！海外市場開拓に向けた円筒木製型枠
の開発

通常

21 R140030060 九州 福岡県 有限会社共栄建設 1290002054452
強みと音響測探機に３Ｄマシンガイダンスを融合させた「ハイブ
リッド４Ｄ施工」の確立

特別

22 R140030067 九州 福岡県 株式会社フリーザーシステム 2290001046004
防水性能、断熱性能を高めるための大型断熱パネルの開発・
販売

通常

23 R140030071 九州 福岡県 東洋産業株式会社 2290801010332
革新的特許技術に基づく地盤改良工法へのＩＣＴ導入による高
効率化と市場競争力の強化

特別

24 R140030073 九州 福岡県 有限会社清柳食産 6290002053482
ブランド牛の切り落とし肉活用した高品質ロングライフカレー缶
詰の開発

通常

25 R140030074 九州 福岡県 株式会社北九技研 3290802017334
ワイヤ加工工程の改善による、ニッチな高精度量産案件への
挑戦

特別

26 R140030079 九州 福岡県 柳川冷凍食品株式会社 5290001053303
柳川産冷凍パスタをアジアへ輸出拡大するための量産体制の
構築

通常

27 R140030087 九州 福岡県 平川製作所
精密金型製作技術を元にした最新型彫放電加工機導入による
品質・生産性向上による事業拡大

特別

28 R140030092 九州 福岡県 株式会社共和機工 2290001038208
大型カーテンボックスの生産性向上及び完全内製化による差
別化要因の強化

特別

29 R140030095 九州 福岡県 株式会社野口印刷所 2290001054659
印刷物製造の内製化とリモート環境の構築を掛け合わせた生
産性向上事業

特別

30 R140030097 九州 福岡県 柿原畳内装工事株式会社 5290001044005
多様化する畳ニーズ・高精度化への対応力強化と生産能力拡
大

通常

31 R140030098 九州 福岡県 くらたに矯正歯科
歯科矯正におけるデジタル化対応による治療効率化と患者満
足度向上

通常

32 R140030099 九州 福岡県 株式会社小堀製作所 9290001069881
ファイバーレーザー溶接システム導入によるアルミ製庇の高品
質化および量産化

通常

33 R140030102 九州 福岡県 八女林産協同組合 4290005008733
独自乾燥方法によるＪＡＳ製材品による木のまちづくりへの貢献
と温暖化対策への貢献

通常

34 R140030104 九州 福岡県 カレーの店　いーとん
自店の味を再現したレトルトカレー・冷蔵カレー製造と販路の拡
大

特別

35 R140030106 九州 福岡県 株式会社シギヤマ家具工業 9290001052912
高周波フラッシュ接着機導入による特注家具の生産性と品質向
上計画

通常

36 R140030107 九州 福岡県 歯科　なりかわ重敏クリニック
先進的治療法の導入による高度歯周病治療の提供と、非対面
型予防歯科体制の確立

通常

37 R140030109 九州 福岡県 株式会社エムテック 8290001048481 コロナ禍におけるタイヤ金型の生産性向上 特別

38 R140030110 九州 福岡県 有限会社境木工 6290002054217
箱物家具から脚物家具まで自社製造してトータルコーディネー
トする１００年企業の変革

特別

39 R140030111 九州 福岡県 株式会社ＳＹＮＣ 5290801019503 幅の広いレディ・メイドキッチンの製品化による新規顧客獲得 通常

令和元年度補正・令和二年度補正　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　第３次締切
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40 R140030113 九州 福岡県 もろい歯科
口腔内情報のデジタル化と歯科技工内製化による革新的歯科
治療の確立

通常

41 R140030115 九州 福岡県 株式会社エム・ＳＩＧＮＤ 2290001075060
コロナ禍のサプライチェーン毀損対策とアクリル加工新事業の
展開

通常

42 R140030117 九州 福岡県 株式会社黒木工業所 9290801009905 金属、セラミック等の焼結法の量産に向けた技術開発 通常

43 R140030118 九州 福岡県 久山植木株式会社 1290001000036
業界初！ＲＦＩＤシステム導入による顧客満足度の向上と業務
効率化

特別

44 R140030119 九州 福岡県 有限会社和光製作所 9290002037111
立型マシニングセンタ導入に伴うラインの入れ替えによる稼働
率向上

通常

45 R140030120 九州 福岡県 株式会社林フォージング 3290801014290 高性能搬出装置の導入による生産性向上と短納期対応の強化 通常

46 R140030124 九州 福岡県 Ｆ株式会社 7290001068951 高級食パン専門店プロデュース冷凍生地販売「家のパン」 特別

47 R140030128 九州 福岡県 株式会社サンエム精工 8290801014146
高機能フライス盤導入による既存製品の品質・納期改善と新た
な機械製作への取組み

特別

48 R140030129 九州 福岡県 フローレスタ
ＮＣ対応の工作機械により熟練が不要な製作工程及び製作時
間短縮

通常

49 R140030130 九州 福岡県 広和メタル株式会社 5290001066635
カーテンウォール大型案件の受注拡大を目的とした切断工程
の改善の取組み

通常

50 R140030131 九州 福岡県 株式会社梅崎工業 9290001052648 「ｗｉｔｈ　コロナ」を見据えた護岸工事施工法の抜本的改革 特別

51 R140030133 九州 福岡県 寿司・割烹たつき
「新しい生活様式」による仕出し（オードブル）の需要変化を見
据えた個包装販売強化

特別

52 R140030134 九州 福岡県 有限会社ＩＣＩデンタルオフィス 2290002043339
デジタル技工ー貫体制の更なる高みを目指す、在宅ワークと
オートメーション体制の構築！

通常

53 R140030136 九州 福岡県 小松酒類販売株式会社 4290801014488
コロナによる披露宴の規模縮小に対応する新婚礼用品の生産
及びテレワークの導入

特別

54 R140030137 九州 福岡県 株式会社岩本製作所 8290801016274
生産効率の向上と熟練工に依存しない生産体制構築による売
上拡大を実現する

通常

55 R140030138 九州 福岡県 株式会社Ｒ．Ｓ．Ｃヤマカ 5290001061660
顧客の生産性向上に貢献する、独自開発の刃物の生産体制改
善

特別

56 R140030140 九州 福岡県 土俵工房株式会社 7290001086598
ネットショップ及び外販商品強化に伴う液体製法袋充填包装機
の導入

特別

57 R140030142 九州 福岡県 株式会社筒丸 4290001025484
コインランドリー用洗濯機・乾燥機向け液晶フィルムの生産技術
の確立

通常

58 R140030144 九州 福岡県 株式会社江の浦本舗 1290001086100
コロナ禍による製造不安を払拭する海苔商品の製造技術の確
立

特別

59 R140030145 九州 福岡県 坂口歯科・矯正歯科
口腔内計測のデジタル化を行い、治療期間の短縮とコロナ感染
リスクを減らす

特別

60 R140030146 九州 福岡県 株式会社オドサーベイ 9290001088989
測量士・調査士技術を活かした革新的ドローン測量サービスへ
の展開

特別

61 R140030147 九州 福岡県 株式会社フォーバンド 8290801012892
最新ワイヤー加工機導入による生産管理体制の強化と生産性
向上

通常

62 R140030149 九州 福岡県 福岡ベンダー株式会社 6290001038542
コロナ禍における建設資材安定供給のための内製化と生産性
向上の取組み

特別

63 R140030150 九州 福岡県 松本機工製作所
高性能ＮＣ旋盤導入による加工精度の向上と加工技術の高度
化

特別

64 R140030151 九州 福岡県 魚久精肉総本店
ＪＦＳ－Ｇ規格を導入し、食肉加工を進化させ生産性向上に取り
組む食肉加工業

通常

65 R140030154 九州 福岡県 株式会社ＫＡＴＡＣＨＩ 9290001072373
レセプト連動！歯科医院専門マーケティング支援システムの開
発

特別

66 R140030156 九州 福岡県 株式会社ふなこし 2290001036756
クリーニングの無人ロッカーシステムを活用した２４時間非対面
型サービス

特別

67 R140030157 九州 福岡県 株式会社上塩精工 5290801014090
ハイブリッド車及び５Ｇ向け精密金型の生産体制強化及び高精
度加工技術の確立計画

通常

68 R140030158 九州 福岡県 株式会社Ｆａｍｉｌｉａ 5290801017911
ドローンによる太陽光パネルの革新的非対面ワンストップ点検
修理事業

特別

69 R140030159 九州 福岡県 ドライアイス商事有限会社 3290002046662
ドライアイス切断作業の改善による働き方改革実現と収益性の
向上

通常

70 R140030161 九州 福岡県 水巻鉄工株式会社 9290801011167
新型コロナウィルスに対応した物流用ＡＧＶ向け精密部品加工
の精度・生産能力増強の取り組み

特別

71 R140030163 九州 福岡県 マルヤ精工株式会社 1290801020398 コロナにも対応するロボットを活用した無人化ラインの構築 通常

72 R140030165 九州 福岡県 株式会社ＯＮ－ＣＬＩＮＩＣ 5290001083093
日本獣医療界において極めて革新的である関節鏡視下超低侵
襲手術の実現

通常

73 R140030166 九州 福岡県 信和工業株式会社 5290001033627
３軸ＣＮＣキー溝フライス盤導入によるキー溝加工の高度化と
量産化体制構築の取組み

特別

74 R140030170 九州 福岡県 上村工産株式会社 4290001038164
高精度ワイヤ放電加工機導入による羽根車の加工精度向上及
び短納期生産体制確立

通常

75 R140030172 九州 福岡県 株式会社ユキテツ 2290801020331
コロナ禍製造業の感染リスク低減に繋がるロボット部品供給体
制強化事業

通常

76 R140030174 九州 福岡県 大伴畳店
同業者廃業に伴う事業承継のための、畳製造能力強化への取
り組み

特別

77 R140030175 九州 福岡県 有限会社日高印刷所 9290802017576
業界初の帳票印刷に特化した受注連動型自動無人印刷への
挑戦！！

通常

78 R140030176 九州 福岡県 株式会社ヒタヤ 8290001044159
３Ｄレーザースキャナーによる建設現場の生産性向上とコロナ
対策テレワーク実現

通常

79 R140030178 九州 福岡県 ベ☆リペア ＡＳＶ（先進安全自動車）の車検対応による新規顧客獲得 特別

80 R140030183 九州 福岡県 フラッシュ加工アイ 芯材切断工程の標準化による多能工化の促進と生産性の向上 通常
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81 R140030184 九州 福岡県 株式会社萬平浪漫 5290801016839
フードプリンタを活用した高付加価値商品の製造販売と生産性
向上への取組

通常

82 R140030185 九州 福岡県 有限会社池田商会 1290802024778
介護事業・飲食事業をターゲットとした洗濯代行サービスの開
始

通常

83 R140030186 九州 福岡県 有限会社寿家具大川製作所 3290002053270 様式美と創造性の融合！「沖縄モダン仏壇」の開発 特別

84 R140030187 九州 福岡県 カーリレーション藤村 車検検査ラインの導入による効率化・売上増加と雇用の促進 通常

85 R140030188 九州 福岡県 ＷＥＳＴＳＫＹ株式会社 8290001087604 患者さまが安心して服薬できる一包化薬の提供事業 通常

86 R140030190 九州 福岡県 株式会社サンモト 1290801001687
ＩＴシステムの連携による商品毎卸流通スコアリング情報の提供
事業

通常

87 R140030191 九州 福岡県 みずほ歯科クリニック
接触機会の低減と滅菌システムの完備による、感染症リスクを
克服した歯科治療の提供

特別

88 R140030192 九州 福岡県 株式会社ファボリ 5290801008662 アプリプラットフォームを使いやすいものにし増収増益を目指す 通常

89 R140030193 九州 福岡県 株式会社伊藤工業 5290801014058
新型コロナ対策換気設備用エビ管ダクトの加工精度・生産性向
上の取り組み

特別

90 R140030194 九州 福岡県 菊池歯科医院
歯科用ＣＴ導入による高難度治療のワンストップサービスの確
立

特別

91 R140030195 九州 福岡県 有限会社松山タイヤ商会 9290802010077
ロードサービスカー導入による新たなタイヤメンテナンスサービ
スの展開

特別

92 R140030197 九州 福岡県 ますだ歯科 ”実況生中継”型歯科診療体制の構築 特別

93 R140030199 九州 福岡県 ダン工業有限会社 1290002042465
設備導入とウレタン断熱工事の技術力を活かした防水工事へ
の参入

特別

94 R140030200 九州 福岡県 株式会社キイチロウ 2290001078113
特殊製法を活用した乾物の新商品開発と新たな販売方式の展
開

特別

95 R140030201 九州 福岡県 ＰＦテック株式会社 4290801022895
需給ひっ迫する新型コロナ対策空間除菌機部品の高効率生産
体制の構築

特別

96 R140030204 九州 福岡県 古賀デンタルフォレスト
個室での先進医療提供による感染症リスクを排除した治療の
実現

特別

97 R140030205 九州 福岡県 有限会社ユアーズ 1290002043240
業界初の高精度３Ｄスキャンを導入し非接触型および内製化に
よる生産性向上と競争力強化

通常

98 R140030206 九州 福岡県 アップフィールド 「地元産品を活用したジェラート」の開発及び新規顧客の開拓 特別

99 R140030207 九州 福岡県 早雲商事有限会社 5290802024205
高速古紙梱包機導入による生産性の向上と事業系ごみ収集運
搬業参入による事業拡大計画

通常

100 R140030208 九州 福岡県 ウィズコーヒー
独自の焙煎手法を活かした自家焙煎スペシャルティコーヒー豆
の卸売・小売事業の展開

通常

101 R140030210 九州 福岡県 計測検査株式会社 6290801009932
カメラの高画素化による、画像処理の簡素化と画像診断ＡＩ技術
の更なる進化

通常

102 R140030212 九州 福岡県 株式会社甲斐田組 3290001054443
土木工事におけるＩＣＴ装置導入による生産性向上と新型コロナ
ウイルス感染対策の実現

特別

103 R140030213 九州 福岡県 有限会社セイブ歯研 9290002040882
口腔内スキャナーのデジタルデータから高精度デンチャー製作
で受注増

特別

104 R140030214 九州 福岡県 株式会社挑 9290801016942
レーザー彫刻機の導入によるゴム印製造内製化と災害供給体
制の強化

特別

105 R140030216 九州 福岡県 株式会社Ｍ＆Ｃ 5290002043039
業界初のインキ自動調合システム導入による環境に配慮したＰ
ＯＰシール事業の展開

通常

106 R140030217 九州 福岡県 有限会社直方工業エンジニアリング 1290802020521 緊急時にも対応した変電設備の安定供給の体制作り 特別

107 R140030218 九州 福岡県 有限会社フタバヤスポーツ 3290002055696
印刷機器導入による作業効率の向上とオンライン販売システム
の導入

通常

108 R140030220 九州 福岡県 オルト
インターネット販売強化に向けた、デザインから可能なカーアク
セサリの制作販売

特別

109 R140030221 九州 福岡県 博多プライベート歯科
業界を牽引する歯科医院が行うQOL向上のシミュレーション
サービスの提供

通常

110 R140030222 九州 福岡県 ＡＳＴＥＬ
最新の赤外線カメラ搭載ドローンによるる外壁調査の実施とサー
ビス品質の向上

通常

111 R140030223 九州 福岡県 株式会社イーストロング 4290001037496 地元福津産の食材をふんだんに使用した食品製造販売の開始 通常

112 R140030224 九州 福岡県 酒見木工
介護施設向け、自然に３密対策ができる、癒し空間演出家具製
造事業

通常

113 R140030226 九州 福岡県 毛利製作所
通信関連機械部品需要増に対応した３次元微細加工の加工精
度向上と生産能力増強の取り組み

通常

114 R140030227 九州 福岡県 ニチデンワーク株式会社 4290801013052
製作工程の見直しと製造設備導入における高品質・低価格・短
納期の実現

通常

115 R140030240 九州 福岡県 永松工業株式会社 5290001049862
当社開発の高機能オゾン排水処理機で、「アフターコロナを見
据えた海苔事業者のニューノーマル」の創出！！

特別

116 R140030249 九州 福岡県 株式会社ファインテック 9290001053175 電子部品切断用刃物の量産事業立ち上げ 通常

117 R140030250 九州 福岡県 アールエスフォト
ＩＰリモート接続通信機材導入によるオンライン配信サービス体
制の構築

通常

118 R140030251 九州 福岡県 株式会社三笠木工 2290001043018 労働力を平準化し働き方改革に対応した生産システムの確立 通常

119 R140030259 九州 福岡県 株式会社木村食品 7290001036487
業務用キムチの販路拡大にむけたカットサイズバリエーション
の展開と市販用商品の生産性向上

特別

120 R140030265 九州 福岡県 神野建設株式会社 1290801011868
ＩＣＴ測量機器及びドローンの導入による港湾土木における測量
工程の生産性向上

通常

121 R140030269 九州 福岡県 熊添工業株式会社 5290001078300 鉄筋の加工工程の自動化で効率性・生産性向上の構築 通常
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122 R140030270 九州 福岡県 株式会社旭木材産業 1290001055113
短納期と天然乾燥技術を活かした工程改善による生産性向上
計画

通常

123 R140030272 九州 福岡県 株式会社立花産業 4290801009018
最新型ＮＣ鉄筋自動曲げ機の導入による鉄筋加工の生産性向
上事業

通常

124 R140030274 九州 福岡県 門司港レトロビール株式会社 3290801003707
新規缶ビール充填機導入による生産性向上と新規顧客層の展
開と商圏拡大

特別

125 R140030276 九州 福岡県 株式会社ウエキ産業 6290001052642 国産杉を使った通信販売用の組立式家具の開発 通常

126 R140030278 九州 福岡県 株式会社モロインテリア 6290001053277
当社の強みとＮＣルーターを融合させた社会貢献用家具製作
（幼児用、高齢者用など）の確立

通常

127 R140030282 九州 福岡県 パティスリーアンサンブル 愛犬の画像がプリントされた愛犬用フランス菓子の商品開発 通常

128 R140030284 九州 福岡県 株式会社希精機 1290801020035
インフラ向け超大型コンクリート型枠３次元測定検査体制の構
築

特別

129 R140030285 九州 福岡県 占部大観堂製薬株式会社 7290801014064
ハードカプセル製品の内製化による、収益向上と納期短縮に伴
う信頼性向上

特別

130 R140030286 九州 福岡県 株式会社ＭＩＲＡＩ 4290801018308
自動車整備フランチャイズ加盟店へのサポート体制再構築によ
る生産性向上

特別

131 R140030287 九州 福岡県 株式会社クアンド 2290801023565
建設現場における遠隔コミュニケーションツール「ＳｙｎＱ　Ｒｅｍ
ｏｔｅ」の開発

通常

132 R140030289 九州 福岡県 やま志 蕎麦の通信販売事業を通じた非対面ビジネスモデルの構築 通常

133 R140030292 九州 福岡県 有限会社昭和ポリ 2290002026847
特殊素材ポリ袋のセミオーダー事業を実現する自動製袋機の
導入

特別

134 R140030293 九州 福岡県 株式会社Ｚｏ企画 5290001074638
港湾調査における革新的非破壊探査機導入に伴うテレワーク
体制構築

特別

135 R140030300 九州 福岡県 株式会社岡野 3290001017937
１２３年続く技術力で世界へ！博多織新商品開発のための機械
装置導入

通常

136 R141030003 九州 佐賀県 ＥＢＩ江口魚株式会社 2300001011708
高品質の「揚げたて冷凍エビフライ」商品開発と製造体制構築
事業

通常

137 R141030005 九州 佐賀県 株式会社水処理技術センター 5300001003256
測定時間短縮とデータの高度化に寄与する最新ＢＯＤ測定シス
テムの導入

通常

138 R141030007 九州 佐賀県 有限会社林田鉄工所 9300002010867 Ｈ形鋼開先加工機導入による生産性向上と製品の精度向上 通常

139 R141030008 九州 佐賀県 三研工業株式会社 9300001003657 ユニットワーカー導入による工程集約と作業の標準化 特別

140 R141030010 九州 佐賀県 有限会社嬉野板金 3300002006144
金属製屋根・板金の加工・施工の生産向上のための折曲げ機
導入

通常

141 R141030011 九州 佐賀県 有限会社アサヒ・アグリ佐賀 2300002004248
地元三瀬産もち米を使用した餅和菓子の品質向上と量産化体
制構築

通常

142 R141030016 九州 佐賀県 株式会社中野建設 8300001000564 建設品質と生産性向上を図るマシンガイダンスシステムの導入 特別

143 R141030017 九州 佐賀県 株式会社トスプラ 5300001006250
新たな設備導入による作業効率・生産性向上ならびに新規顧
客の開拓

特別

144 R141030018 九州 佐賀県 株式会社佐賀クリーン環境 4300001003744
高性能破砕機導入による環境ビジネス競争力の強化とＳＤＧｓ
への貢献

特別

145 R141030019 九州 佐賀県 株式会社大義建設 8300001003336
特急的な災害復旧工事の確立と感染症対策の新たな施工体
制の実現

特別

146 R141030022 九州 佐賀県 有限会社松永木工所 6300002011034
木製建具製造技術の早期承継および短納期化・ロス削減・高
品質化を図るためのドア加工機の導入

通常

147 R141030024 九州 佐賀県 有限会社内野金網店 6300002010168 豚舎用ウーブンワイヤーの多様化に対応する製造体制の確立 通常

148 R141030036 九州 佐賀県 有限会社唐津マリン・スポーツクラブ 5300002010672
コロナ対策としての新製品製造販売及びＷｅｂ講習用スタジオ
設置

通常

149 R141030038 九州 佐賀県 株式会社みや魚 5300001008759
非対面型ビジネスモデルへの転換の為のスイーツ製造販売体
制の強化

通常

150 R141030039 九州 佐賀県 株式会社シーズ・ライブ 8300001004367
インタラクティブデジタルショーケース導入による新業態対応、
空間・ブランド事業

特別

151 R141030040 九州 佐賀県 ひろ歯科クリニック
小児患者の負担を軽減する新技術を活用した歯列矯正の革新
的サービス

通常

152 R141030044 九州 佐賀県 光栄菊酒造株式会社 4150001013858
製品化工程の革新による「フレッシュマネジメント」経営への挑
戦

通常

153 R141030045 九州 佐賀県 三栄興産株式会社 3300001007597 海外専用・ティーバッグタイプの麦茶・健康茶の開発・販売 通常

154 R141030048 九州 佐賀県 株式会社中川自動車 3300001004041
新型フレーム修正機導入による鈑金加工内製化とサービス供
給強化

通常

155 R141030050 九州 佐賀県 甍産業株式会社 3300002007654
職人の働き方改革によって稼働率を高めて賃金アップと環境負
荷軽減を実現

通常

156 R142030002 九州 長崎県 新洋船舶工業株式会社 6310001000813
鋼加工機導入による精密加工・組立技術を生かした水処理機
器製造事業参入

特別

157 R142030006 九州 長崎県 有限会社狩野製麵 7310002018523
生産能力増強による乾麺個包装工程受託事業のトップシェア確
立

通常

158 R142030010 九州 長崎県 株式会社栗山造船鉄工 3310001016176
ＣＮＣ旋盤導入による新製品の開発、製造の効率化と技術の継
承

通常

159 R142030011 九州 長崎県 鈴田峠農園有限会社 2310002017323 農産物直売所が経営する独自生地のベーカリーレストラン 通常

160 R142030013 九州 長崎県 株式会社田中ボデー工業 9310001009769
自動車整備工場への洗車場開設による地域初新業態展開事
業

通常

161 R142030017 九州 長崎県 株式会社ライムイシモト 6310001008212
高性能折曲機による利益率改善・技術の安定化を図る生産性
向上策

特別

162 R142030022 九州 長崎県 有限会社野口住宅 4310002017511 重機導入により、土地探し、山林伐採から行うログハウス建築 通常
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163 R142030023 九州 長崎県 有限会社トラストワン 9310002000561
切断工程の機械化による魚艙の自動開閉式ハッチ蓋等の受注
拡大

特別

164 R142030030 九州 長崎県 太田和自動車整備工場 高機能なヘッドライトテスター導入による生産性向上事業 通常

165 R142030033 九州 長崎県 緒里商店 高密度陸上養殖システムを用いた諫早産うなぎ復活事業 特別

166 R142030034 九州 長崎県 株式会社田上自動車 5310001013543
脱ＶＯＣ！人と環境にやさしい水性塗料による塗装の導入と板
金塗装内製化で売上アップ

通常

167 R142030035 九州 長崎県 株式会社島原アニマルケアセンター 2310001013884
長崎県初の大学病院水準の診断・治療技術の駆使による地域
医療と地域経済の活性化事業

特別

168 R142030040 九州 長崎県 扇町歯科医院
光学印象・ＣＡＤ／ＣＡＭを用いた、非接触・Ｏｎｅ　ｄａｙトリートメ
ントによる新規顧客創出

通常

169 R142030042 九州 長崎県 株式会社昭和堂 4310001008016
立体造形・多様材料素材印刷・加工による差別化と非対面型リ
モート営業体制構築の取り組み

特別

170 R142030043 九州 長崎県 有限会社須藤産業 2310002010435 プラズマ切断工程の刷新による生産性向上と競争力強化 通常

171 R142030058 九州 長崎県 有限会社古場一男材木店 9310002009974
【業界初】コロナ禍で創業する企業を支援！立看板の新サービ
ス開発

特別

172 R142030059 九州 長崎県 オートガレージ　ユーロマイスター
自動ブレーキ検知機器等の点検整備機器設置とネットでの受
注事業

特別

173 R142030065 九州 長崎県 株式会社クリエイト 1310001009974
フルオーダー対応と生産能力向上による新たな成長戦略の確
立

特別

174 R142030070 九州 長崎県 株式会社カーショップフクダ 6310002009498
新たな生活様式に対応したワンストップ型自動車整備センター
開設

通常

175 R142030071 九州 長崎県 株式会社橘高 5310001005284
資材販売の新たな提供方式の導入と業務のＩＴ化による生産性
向上

特別

176 R143030002 九州 熊本県 玉名製材株式会社 8330001018018 曲がり挽きの自動化による材料費の削減と歩留まりの向上 特別

177 R143030006 九州 熊本県 株式会社キタムラフーズ 3330001005219
コロナ禍で増加する宅配需要に応えるＷＥＢ受注システムの構
築

通常

178 R143030007 九州 熊本県 くるみ歯科
歯科治療と子供の姿勢改善方針を定量化させた新治療体制の
構築

特別

179 R143030014 九州 熊本県 株式会社ヒサノ 5330001003922
横便箋システム開発による受注、調整、配車、請求業務プロセ
スの変革及びコロナウイルスの感染リスク低減

通常

180 R143030015 九州 熊本県 株式会社緒方木工建具店 3330001014566
接着工程の合理化による建具製作の高品質・高効率生産体制
の確立

通常

181 R143030017 九州 熊本県 天草ショウエイ株式会社 4330001016735 高効率で高品質な魚油の抽出による付加価値向上計画 通常

182 R143030022 九州 熊本県 株式会社三勢 5330001005670
電解水とウルトラファインバブル水を活用した新たなビルメンテ
ナンスサービスの展開

特別

183 R143030023 九州 熊本県 株式会社ナビック 5010601019672
加湿装置及び布ラベル検査装置の導入による高度生産体制の
確立

特別

184 R143030027 九州 熊本県 かなもと歯科医院
新型コロナウィルス感染対策と口腔がんスクリーニング検診の
遠隔診断の実現

通常

185 R143030028 九州 熊本県 株式会社セイケン 2290001053900
半導体エッチング製品の外観検査及び断裁作業の自動化によ
る生産性向上

通常

186 R143030030 九州 熊本県 亀萬酒造合資会社 8330003003736 ＨＡＣＣＰ制度の導入を通した純米酒の商品開発・設備更新 通常

187 R143030031 九州 熊本県 株式会社キュリアス 5290001075710
安全でお値打ちな惣菜・カット食材の宅配、ネット販売網を構築
しコロナ禍を克服する

通常

188 R143030032 九州 熊本県 株式会社岩田コーポレーション 1330001000394
コロナ不況に活路！２種ミックス配合機導入で、弊社初の健康
志向商品に参入し、新たな販路を開拓する

通常

189 R143030036 九州 熊本県 サンエイ化学株式会社 3330001022404
医療用途精製水の需要増に対応。最新式精製水製造装置等
の活用による革新的製造プロセスの構築事業

特別

190 R143030037 九州 熊本県 株式会社建設プロジェクトセンター 9330001001708 ３次元計測機器を活用した石橋の効率的維持管理技術の開発 特別

191 R143030039 九州 熊本県 梅本工業株式会社 8330001022399
新型マシニングセンタ導入による機械加工能力の強化と新市
場進出によるリスク分散

特別

192 R143030042 九州 熊本県 とよだ歯科医院
最先端口腔内　３Ｄ　印象作成技術による高精度インプラント作
成拠点確立への挑戦

通常

193 R143030044 九州 熊本県 松本建設株式会社 4330001012916
バックホウ用マシンガイダンスシステム導入による生産性の向
上、３次元データ有効活用及びＩＣＴ化対応

特別

194 R143030045 九州 熊本県 山下デザイン企画株式会社 9330001020492
天井クレーン及び最新パネルソーの導入による大型看板等の
低コスト・短工期化

特別

195 R143030052 九州 熊本県 株式会社ＩＳＯＥこば動物クリニック 6330001010661
内視鏡を導入することで、ペットの高齢化がもたらした獣医療の
限界を突破するプロジェクト

特別

196 R143030053 九州 熊本県 よもぎ動物病院
ペットのがんに対する革新的アプローチを院内ワンストップで実
現させるプロジェクト

通常

197 R143030065 九州 熊本県 九州電設株式会社 9330001001179
現場勤怠・台帳管理クラウドシステム導入による現場管理業務
効率化とテレワーク業務移行への推進事業

特別

198 R143030066 九州 熊本県 シーツーラボ合同会社 6330003004835
デジタルスキャナー導入による医院との連携強化と新素材導入
による技工物の高品質化

通常

199 R143030069 九州 熊本県 白川電機株式会社熊本製作所 4330001002438
最新ベンディングマシン導入による曲げ加工の高精度化と生産
性向上による新規市場開拓

特別

200 R143030072 九州 熊本県 ふじもと歯科医院
新型ＣＡＤ／ＣＡＭ設備の導入によるインプラント治療の効率化
と衛生的な治療環境の実現

通常

201 R143030073 九州 熊本県 株式会社一村造園土木 7330001026434
竹林の伐採整備と竹を活用した竹チップと竹パウダーの製造販
売による土壌改良の普及

通常

202 R143030074 九州 熊本県 有限会社アズテック 2330002000310
ジルコニア製技工物制作の効率的な完全内製化とリモートワー
ク環境の整備

通常

203 R143030076 九州 熊本県 株式会社ＰＡＲＴＹ 6330001006478
ダイナパックテスト走行装置導入によるデジタル制御クラシック
カーの稼働・内製化による課題解決

通常
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204 R143030089 九州 熊本県 株式会社井原商事 5330002025544 ＥＶ小型三輪バイク開発による新たなサプライチェーンの構築 通常

205 R143030090 九州 熊本県 株式会社くまもとファーマ 5330001026254 医薬品品質試験のデジタル化の推進 通常

206 R143030098 九州 熊本県 株式会社中山ボーリング設備 9330001018702
傾斜地でもさく井工事が可能な機械設備の導入による差別化
の推進

通常

207 R144030004 九州 大分県 上野林業
最新式油圧ショベル導入による業務の効率化・木材品質向上と
請負業務の拡大

特別

208 R144030009 九州 大分県 株式会社かねい 3320002020523 　地域資源を活用した中津銘菓全国展開のための生産性向上 特別

209 R144030011 九州 大分県 株式会社テクノコンサルタント 5320001001844
橋梁点検用ドローンと解析・調書作成支援ソフトの導入による
業務革新

特別

210 R144030012 九州 大分県 有限会社三角屋 5320002010200 旅館における温泉温度一括制御システムの設計・導入 通常

211 R144030014 九州 大分県 有限会社うすき林業 1320202000351
ドローン空撮映像のデジタル解析による山林計測データの定量
化と３Ｄデータによる可視化

通常

212 R144030018 九州 大分県 株式会社ますの井 1320001009825
専用設備の導入と業務効率化によるｅスポーツと合宿機能の整
備

通常

213 R144030027 九州 大分県 株式会社九州テント 6290801026325
コロナウィルス感染症の影響によるテント生地溶着の外注部門
の内製化および生産性向上

特別

214 R144030029 九州 大分県 株式会社宇佐ランタン 7320001007600
高耐久性紙提灯の自動折機導入による、野外でも使用可能な
安価な紙提灯の開発

通常

215 R144030031 九州 大分県 株式会社キャンデラ・プロジェクト 9320001013241
３次元測量機とＶＲ導入による自社の強みである３Ｄモデル作
成の付加価値向上計画

特別

216 R144030034 九州 大分県 ＧＯＥＮ株式会社 4320001007181
コロナ時代の安心の家づくり！オンライン学びシステム開発事
業

特別

217 R144030039 九州 大分県 ワークプリント
最新機器導入による業務の内製化と次世代ストーンペーパー
を活用した販路拡大

通常

218 R144030041 九州 大分県 有限会社イセヤ 9320002018215
からあげグランプリ最高金賞「秘伝からあげ」の新規販路開拓
事業

特別

219 R144030042 九州 大分県 中央発条工業株式会社 5320001010069
次世代型トランスミッションに対応したプレス機導入による生産
性向上

通常

220 R144030052 九州 大分県 株式会社ＴＭエンタテインメント 9320001003853 リモートシステム（接客）による映像・デザイン制作業務 特別

221 R144030056 九州 大分県 株式会社アーススマート 9320001013563 環境循環型コンテナハウス開発とオンライン商談システム構築 通常

222 R145030001 九州 宮崎県 有限会社谷山機械製作所 8350002007538
最新ＣＮＣ旋盤導入による工程集約と生産効率の改善及び新
規販路開拓

特別

223 R145030004 九州 宮崎県 有限会社郡鉄工所 2350002007089
Ｈ形鋼用ショットブラスト導入と新たな生産体制構築による新規
販路開拓

通常

224 R145030011 九州 宮崎県 株式会社佐藤技研 1350001006175 最新型コンクリートカッター導入による受注増加計画 通常

225 R145030013 九州 宮崎県 アカツキ酒造合資会社 2350003001289 新規ボイラー導入による増産化及び販路開拓 通常

226 R145030017 九州 宮崎県 有限会社秀樹銘木店 7350002012530
縦軸付自動鉋盤による生産性の向上と特注オーダー家具の生
産・販売

特別

227 R145030018 九州 宮崎県 有限会社エコロ 1350002011562
園芸用土の材料生産プロセスの高効率化を通じた新規顧客層
の開拓

通常

228 R145030019 九州 宮崎県 有限会社金豊 8350002016885
出隅製造の効率化を可能にする設備導入と新商品開発による
生産性向上

通常

229 R145030022 九州 宮崎県 太田歯科医院
新型コロナウイルス院内感染対策の徹底と訪問診療強化への
取組

通常

230 R145030029 九州 宮崎県 有限会社ボールパークドットコム 6350002007738
野球用オーダーグラブの生産性及び顧客満足度向上の為の設
備導入計画。

特別

231 R145030033 九州 宮崎県 有限会社橋倉工業 4350002012491 ワイヤー放電加工機の導入による短納期化および低コスト化 通常

232 R145030035 九州 宮崎県 丸正水産株式会社 9350001006192
ミートチョッパーとセットパンナーを導入し、業務用一口すり身の
生産プロセス改善

特別

233 R145030037 九州 宮崎県 シリコンライブラリ株式会社 6020001077047 次世代型電子回路のリモート試作開発・検証による生産性向上 特別

234 R145030038 九州 宮崎県 日南麦酒株式会社 1350001014418
地ビール製造の効率化及び樽販売システム導入による生産性
向上計画

特別

235 R145030048 九州 宮崎県 株式会社吉見 7350001006260 ベンディングロール更新によるロール曲げ生産工程の確立 通常

236 R145030050 九州 宮崎県 有限会社市場食鳥 9350002000418
常温レトルト商品完全内製化の実現による新型コロナウイルス
を乗り越える新たな販路拡大

特別

237 R145030054 九州 宮崎県 ＲＩＫ株式会社 8350001015896
急速冷凍、レトルト商品で伝統の郷土料理・宮崎の素材を全国
へ

通常

238 R145030055 九州 宮崎県 村田株式会社 3350001002073
用紙加工の衛生管理システム、及び写真カレンダーＷＥＢ発注
システムの導入

通常

239 R146030005 九州 鹿児島県 アロン電機株式会社 3340001009078
半導体製造装置向け高精度部品の平面研磨加工プロセス改
善による差別化

通常

240 R146030006 九州 鹿児島県 オリエントエンジニアリング株式会社 3340001000771
海洋自然エネルギー開発に向けた３Ｄ地形サービス及び陸海
継ぎ目のない測量データの提供

通常

241 R146030007 九州 鹿児島県 株式会社フジ技研カゴシマ 6340001015164
次世代ＥＶ（電気自動車）市場に進出するための精密加工技術
の習得による受注獲得

特別

242 R146030008 九州 鹿児島県 株式会社ＹＳフーズ 1340001006325 充填プロセスの自動化による人手不足解消と商品力強化 通常

243 R146030009 九州 鹿児島県 有限会社瀬戸口鉄筋工業 3340002013789
サプライチェーンの毀損に対する、鉄筋自動曲機導入がもたら
すＶ時回復への取り組み

通常

244 R146030013 九州 鹿児島県 有限会社アプリコット 3340002001042 自動包装機の導入による生産性向上 通常
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245 R146030014 九州 鹿児島県 株式会社ディ・シィ・ティ 2340001013361
最新ドローン導入による三密を避けた革新的点検サービスの
開発

特別

246 R146030015 九州 鹿児島県 株式会社ＮＴ企画 7340001017861 溶接工程の自動化による生産性向上と競争優位の確立 通常

247 R146030016 九州 鹿児島県 株式会社ビッグファイブ 3340001006216
ＨＡＣＣＰ対応全自動餃子製造機導入による生産性向上及び安
定供給体制の構築

通常

248 R146030021 九州 鹿児島県 株式会社湯前 9340001014907 ５Ｇに向けた半導体設備機器用の架台製造の生産性向上計画 特別

249 R146030022 九州 鹿児島県 有限会社園田組鉄工 6340002013803
自動溶接ロボットの導入による、金属加工における高精度・短
納期生産体制の確立

通常

250 R146030033 九州 鹿児島県 有限会社大山甚七商店 6340002018562 自社のクラフトスピリッツを活用した新商品開発と販路開拓 通常

251 R146030041 九州 鹿児島県 株式会社太 4340001021123
新調理システム導入による品質と生産性向上の新しい食品製
造及び販売チャネル構築モデル

通常

252 R146030050 九州 鹿児島県 株式会社ケイ工業 6340001008787
新型スポット溶接機の導入による鉄筋溶接工程の刷新と販路
開拓

通常

253 R146030051 九州 鹿児島県 株式会社益田製麺 1340001014906 最新設備導入による製造工程の高精度化及び高速化の実現 通常

254 R146030052 九州 鹿児島県 株式会社二宮鉄工 3340001014202 効率的かつ高精度な機械点検を行う新規事業への本格参入 通常

255 R146030053 九州 鹿児島県 株式会社カゴシマパッカーズ 7340001021590
配合比率の高度な安定化が求められるハーブティーバッグ製
造への対応

通常

256 R146030054 九州 鹿児島県 有限会社牧原養鰻 9340002026513
スマート陸上養殖導入による生産性の向上と革新的活鰻出荷
量の底上げ

通常

257 R146030060 九州 鹿児島県 有村酒造株式会社 2340001011084
黒糖焼酎から高濃度エタノール開発による消毒液製造により医
療関係者・飲食業関連への供給による新事業展開

通常

258 R146030063 九州 鹿児島県 株式会社ダイツール技研 8122001004464
万能工具研削盤導入による超硬合金切削工程の生産性向上と
高品質化の実現

特別

259 R146030064 九州 鹿児島県 株式会社三道食品 5340001005496 搾油機によって残存油分低下による抽出油分の安定化を図る 通常

260 R146030068 九州 鹿児島県 Ｒｉｎ管理システム合同会社 7340003002250
次世代ドローンによる革新的スマート農業事業及び非接触型オ
ンラインドローンスクール事業の展開

通常

261 R146030072 九州 鹿児島県 薩頴産業有限会社 6340002024585
冷却機，スーパーグリーン導入による生産性向上と高品質商品
の安定提供の確立

通常

262 R146030073 九州 鹿児島県 株式会社センリファーム 6340001016773
冷凍保存食事業を立ち上げ、巣ごもり消費向けに、高級肉まん
を販売する

通常

263 R146030077 九州 鹿児島県 原田酒造株式会社 2340001010243
地域素材を活用した奄美黒糖焼酎初の発泡性リキュール開発
で需要拡大と競争力強化を図る。

通常

264 R146030078 九州 鹿児島県 有限会社ジェット 1340002004641
どこでも本格的な美容サービスが受けられる移動美容室の導
入

通常

265 R146030079 九州 鹿児島県 小川工房
歯科治療修復物に特化したＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による
生産性向上事業

通常

266 R146030082 九州 鹿児島県 白金酒造株式会社 7340001007953 ガス充填機導入による商品の高品質多様化と製造効率の向上 特別
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